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日本一やさしい医療と介護を提供する

福祉用具相談室です^^

医療法人社団　高原会
ハイランド通信

平成28年5月　VOL009

高原会　本部から居宅介護支援事業所より教育研修部より
高原会介護保険相談室では、定期的に勉強
会を開催し、情報の共有・意識・方向性の
統一化を図っています。
今回は「地域生活支援」についての勉強会
を行いました。
「大切にすべき地域との関係」として、
①介護が必要になっても、家族や地域社会
とのつながりが切れないように支援する。
②自分の家や地域社会から切り離さない。
③家族や地域社会との関係を調整する。
④なじみの関係を築けるように支援する。

医食同源（高原会栄養課より）
（このコーナーでは高原会栄養課より、食事に関するコラムや、普段提供している食事の紹介など、食にまつわるエトセトラをお届けします。）

■教育研修部室・実習室

▼平成28年5月24、25日
新入職者研修を行います。

▼平成28年5月19日
外部講師を招聘し、口腔ケア勉
強会を開催します。

▼各事業所の勉強会を開催しま
す。

〒400-0306　
山梨県南アルプス市小笠原403-1
TEL055-280-1711　
センター長　立川信

4/14に餃子パーティー
を行いました。
前日から準備し300個
の手作りの餃子を目の
前で焼いてもらい美味
しくいただきました。
（ホームページの記事も
　　　併せてご覧ください）

甲西・荊沢・若草介護支援センター 小笠原介護支援センター 甲府魚町介護支援センター

白根介護支援センター 富士川介護支援センター 富士見介護支援センター

◆小笠原予防センターにて◆

◆小笠原予防センターにて◆
今回「らるご」という
ボランティアの方に来
ていただき甲州弁紙芝
居や懐メロの歌をみん
なで歌ったりと楽しみ
ました。特に甲州弁紙
芝居「シンデレラ」で
は終始笑いが止まりま
せんでした。

◆小笠原介護支援センターご紹介◆
県内でも有数の広いフロア面積を誇
り、自由にお過ごせる気軽さが自慢
です。充実したトレーニングマシン
を完備、理学療法士・作業療法士に
よる専門的な個別リハビリテーショ
ン、様々なアクティビティや季節に
応じたイベントが好評です。 　　　　運営施設

●一般デイサービス
●認知症対応デイサービス
●南アルプス市総合事業
●高原会トレーニングクラブ
●職員向け託児所
●障害者相談支援事業所

◆デイサービスやわらぎにて◆

利用者さんと一緒に貼り
絵細工を行いました。
貼り絵の桜の木も満開に
なり春真っ盛りを楽しむ
事が出来ました。これか
らも、季節を題材に貼り
絵や塗り絵に取り組んで
行きたいと思います。

◆ショートステイ富士見にて◆

イベントとして、大正
琴グループ早乙女会の
皆さんによる演奏会を
開催しました。
昭和の名曲のお礼とし
て、利用者さんから手
作りの飾り物をプレゼ
ントしました。

〒400-0306　
山梨県南アルプス市小笠原1107-3　
TEL055-298-6911　
センター長　統括本部長　飯久保　貴（兼任）

平成25年にオープンの高原会では
一番新しい施設です。利用者さん
一人ひとりの想いを理解できるよう
スタッフが利用者さんとじっくり向
き合い笑顔を絶やさず関わる事を大
切にしています。

　　　　運営施設
●ショートステイ
●一般デイサービス
●サービス付き高齢者向け住宅

今月は、事業所の近く
の公園へみんなでお花
見に行ってきましたよ
(^^)お出かけは楽しい
ですね♪
綺麗な桜の木の下で記
念写真を撮りました
(^o^)ハイチーズ！

◆デイサービスこでまりにて◆

〒400-0503　
山梨県南巨摩郡富士川町天神中条64-1
TEL0556-20-7511　
センター長　大久保　健（こでまり内）

当センターは、古民家を利用した
デイサービスをはじめ、サービス
付き高齢者向け住宅、小規模多機
能型居宅介護施設他、複数の介護
施設が融合した総合介護支援セン
ターです。

　　　　運営施設
●小規模多機能型居宅介護
●認知症対応デイサービス
●サービス付き高齢者向け住宅

〒400-0032　
山梨県甲府市中央2-12-6　2F　

TEL055-236-2611　
センター長　向山直樹

通っても、泊まってもご自宅への訪
問も、いつでも顔なじみの職員が対
応させて頂く事が出来る為、安心し
て相談していただけます。また家庭
的な雰囲気の中で個別に家事訓練や
機能訓練など行う事が出来るのが特
徴です。

皆さん楽しみにしていた舞
鶴公園のお花見に行ってき
ました。
天気も良く桜も満開♪
お昼は高原会の特製カレー
を食べました。
家族の方も参加され大変好
評でした。

◆甲府魚町介護支援センターご紹介◆

◆小規模多機能甲府魚町にて◆

〒400-0422　
山梨県南アルプス市荊沢277-1（他）

TEL055-280-3622（他）
センター長　医療・介護保険事業部統括部長　田野倉博史（兼任）

当センターは高原病院を中心とし
て、複数の介護施設を含めた総合介
護支援センターです。高原病院と近
いという最大の利点を生かし、医療
と介護の連携を最大限に生かせるの
が強みです。

◆甲西・荊沢・若草介護支援センターご紹介◆

　運営施設（複数個所にて）
●ショートステイ
●一般デイサービス
●認知症対応デイサービス
●サービス付き高齢者向け住宅

職員による舞踊を披露
しました。当日はお孫
さんの協力もあり、利
用者様も夢中でした。
「婦人会でたくさん踊
りを踊ったよ～♪」と
懐かしみながら共に真
似る方もみられました。

〒400-0211　
山梨県南アルプス市上今諏訪437-1-1F　
TEL055-280-8861　
センター長　立川　信（兼任）

各部門のスタッフが、最高の笑顔の為
に頑張っているのが特徴です。土曜日、
日曜日も通常通りご利用いただけます。
介護、看護、機能訓練、調理、送迎等、
各専門性の高いスタッフのチームワー
クで今日も楽しい一日をお届けします。

　　　　　運営施設
　　●一般デイサービス

(施設名の様に、温泉がご利用
頂けます。是非一度お立ち寄りください）

◆デイサービス今諏訪温泉にて◆

◆デイサービス今諏訪温泉にて◆
ことに気を付けていま
す。それぞれの興味や
意欲、身体・精神機能
の維持や向上が出来る
よう沢山のアクティビ
ティ・イベントを企画
しています。是非一度
遊びに来て下さいね。

◆デイサービスもみじにて◆

◆白根介護支援センターご紹介◆

日々のアクティビティ活動
の中でも作業療法士が関わ
り、一工夫（道具・声掛け
身体サポート等）すること
で、より一層の効果が期待
できます。活動量や個々の
能力に応じた活動を提供す

◆小規模多機能なじみ天神にて◆

◆富士川介護支援センターご紹介◆ ◆富士見介護支援センターご紹介◆

こちらも楽しみの昼外食
本日は利用者さん自ら
「ここがいいですねー」
と選んだお寿司屋さんに
しましたよ♪
おいしいねーと笑顔です
＾＾その後ショッピング
に行ったり、とても充実
の時間でした^̂

コンビニやテイクアウトなど、すぐに食べ物
が手に入る便利な世の中にはなりましたが食
べ物に対し感謝の気持ちが薄らいでしまう環
境でもあるのかな・・と感じる今日この頃で
す。やはり、食べられる幸せ。（＝食べ物が
有る幸せと、身体的に食べる事が出来る幸せ）
に感謝の気持ちは忘れずにいたいものです。
さて、高原会では各事業所、4/5,6の昼食で
【お花見御膳】を行事食として提供しました
病院をはじめ荊沢エリアのおやつは【桜蒸し
あんぱん】を栄養課で手作りし食事形態的に
　　　　　　　　　　　　　　食べにくい方
　　　　　　　　　　　　　　へはソフト食
　　　　　　　　　　　　　　にして提供しました。普段、食が細い方も、
　　　　　　　　　　　　　　いつもより食べて下さり、少しでも心のこも
　　　　　　　　　　　　　　ったおもてなしとしてなっていれば幸いです
　　　　　　　　　　　　　　（輿石）

超低床ベッド「楽匠FeeZ（フィーズ）」を試してみませんか？今回も、昭和町からの依頼により、「おたっ
しゃ出前講座」の講師として、地域の公民館
で認知症予防の講座を行いました。高齢者と
ボランティアの方と和やかなひと時を過ごし
ました。介護保険の対象者の第１位が認知症
です。高齢社会において"健康寿命"を延ばし
て、健康でいきいきとした生活を送るために
は、認知症を予防することがとても重要で
す。指・頭・足など自分の体をフルに活躍さ

熊本県を震源地とする大地震に際しまして

大震災により、被災された地域の皆様
に心よりお見舞い申し上げますとともに、
安全と一日も早い復興を心よりお祈り申
し上げます。
また、現地にて災害対策・復興支援に尽
力されている皆様に敬意と感謝の意を表
します。(公式HPより一部抜粋）

EQ（感情指数）を活用した職員能力開発プログラム開始のお知らせ
◆小規模多機能甲府魚町にて◆◆デイサービスもみじにて◆

せて、健康に暮らす方法を皆
で楽しく行いました。
～～～～～～～～～～～～
高原会新入職員の研修を行い
ました。３名の職員が、利用
者が安心して安全な介護技術
を提供できることを目指して
生活支援技術の基礎を学びま
した。利用者・家族への心か
らのおもてなしを実践してい
くことを目標に頑張ることを
再確認しました。

　

■熊本地方の大地震に際し
高原会　理事長　高原仁のコメント抜粋

春になり、外気浴を行いな
がら皆さんで歌を唄ったり
談笑しながら過ごす時間を
作っています。
風も心地よく、リフレッシ
ュできるととても喜ばれて
います。庭のハナミズキも
そろそろ見頃です。

　　　　運営施設
●小規模多機能

今日は利用者の皆様と一
緒にホットケーキを焼い
てみました。焼き始める
と建物中いい匂いに包ま
れておりました。いつも
以上においしく食べたお
やつでした。

医療法人社団高原会では、医療と介護サービスで一番重要なことは
そのサービスを提供する職員つまり人材の育成が大変重要だと考え
ております。そして高原会では人材は『人財』と捉え、かねてから
推進してきた人財育成を、今年度は更に進化させてEQ（感情指
数）を活用した独自の能力開発プログラムを推進することとなりま
した。
EQとはEmotional Quotient直訳すると「感情指数」これは知能指
数（考える能力）がIQであるのに対し感情指数（感じる能力）つま
り感情をコントロールする力、目的達成のために感情を上手に調整
することであります。
医療介護の現場において私達が一番大事にしていることが「やさし
さ」です。
その「やさしさ」を「信用」＝IQ（数字や理論）で結ばれた組織か
ら「信頼」＝EQ（感情）で結ばれた組織によって具現化する（提
供する）事を目的にしております。
　高原会の医療と介護サービスを担う人財の能力開発を強力に推進
し、地域に根ざした、地域の皆様に今まで以上に信頼される組織と
なるべく職員一同努力して行く所存ですのでどうぞ御期待下さい。
とは言え、まだまだ至らぬ点が多々あるかとは思いますが利用者さ
ん、患者さん、御家族の皆様、そして関係協力機関の皆様と共に地
域医療と介護サービスの充実と発展を目指して行きたいと思います
ので今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

と、結論付ける事
が出来ました。利
用者・家族が幸福
であるために、支
援させていただけ
たらと思います。
（植松）

これまでの低床ベッドよりもさらに低いベッドが
登場しました。
①ベッドから転落する危険・心配がある方
②布団の習慣から、ベッドに変えるのが怖い方
③一緒に寝る介護者が、視線を合わせたい方
④這って移動する方にもおすすめ
いかがでしょうか？立つ時や移乗するときは立ち
上がり易い高さに設定し、寝るときは一番下まで
下げて使用しましょう。利用者さんの自立支援に
役立てていただければと思います。（浅川・石川）

納品の時はこのように梱包が分れています。
これらを丁寧に組み立てて行きます。

実際の設置に際しては、調整をしながら、
丁寧に組み立ててゆきます。平坦に見える
床でも、微妙な差が有るものです。

植栽は手作りで^^
日に日に暖かくなり、櫛形富士見介護
支援センターの花壇も利用者さんと一
緒に、手入れをしたり、観賞できるよ
うに、植え込みを準備しています。
しっかり根付くようにとお祈りしつつ、
職員が丁寧に、植えて行きました。
これからも利用者さんや職員、更には
通行する近所の方々の心の癒しになる
様に大切に育てて行きたいと思います。

ペーパーレス会議を導入
医療法人社団高原会では、定期開
催会議の内、管理者会議の上位会
議において、環境への配慮、コス
ト削減、意思決定・伝達・承認の
即時化などを目的として、会議を
ペーパーレスとしました。
電子会議を導入すれば、参集する
時間も削減できるかもしれません
が、顔を突き合わせて、議論する
という人間的メリットを捨て切れ
ずにいます（笑）

超高齢社会において「地域包括ケアシステ
ム」の構築・運用が急務です。
高原会においても、地域に根ざした医療と
介護サービスの提供を柱とし、更なる医療
と介護の地域連携と多職種との連携の為、
４月８日に法人統括本部主催「医療介護連
携会議」の中で、高原理事長・壬生倉常務
理事両医師参加の中、対策を検討しました。
医療・療養型の病院を有することの強みを
活かし、地域の医療機関や介護施設の後方
支援病院としての地位の確立、また機能の
強化や、更なる地域包括支援センターとの
連携強化を推進して行くことを再確認しま
した。
当会内の各事業所間・職員間の連携強化も
更に推し進め医療法人として、当会全体で　
「地域包括ケアシステム」に対し役割の一
　　　　　　　　　　　翼を担って行く所
　　　　　　　　　　　存です。皆様の御
　　　　　　　　　　　理解と御協力を宜
　　　　　　　　　　　しくお願い致しま　
　　　　　　　　　　　す。
　　　　　　　　　　　　　   法人統括本部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　統括本部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飯久保貴

地域包括ケアシステム

スキルアップをめざ
し、「日本一やさし
い医療と介護を提供
する」ために今後も
研修を数多く企画・
実施したいと思いま
す。（功刀）

↑ベッドメイクも実際に体験します。体位交換の実習です。→

バイタルチェック実習として血圧測定の基本を確認中です。→


